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１ 農業とは 

農業とは，   を栽培したり，    

   を飼育して生産物を得て，
生活に役立てる営みのこと。 

作物 

家畜 

穀物，肉，ミルク，毛皮，骨 
繊維，ゴム 



２ おもな作物と家畜 



（１）おもな作物 



イネ 

原産地(インドから東南アジア)のあるアジアを中
心に，ヨーロッパ，南北アメリカ大陸の降水量
1,000mm以上の地域で栽培される。モンスーンア
ジアという世界最大の人口密集地を支える。 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a6/US_long_grain_rice.jpg
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/70/Rice_diversity.jpg


コムギ（小麦） 

世界で最も生産量の多い穀物。カフカス地方か
らイラン高原が原産で,温帯から亜寒帯にかけて
栽培されている。比較的乾燥に強く，生産限界
は年間降水量500mmである。 



オオムギ（大麦） 

中央アジア原産で，世界でもっとも古くから栽
培されていた作物の一つ。脱穀した種子がビー
ルやウィスキー，焼酎などの酒類や醤油・味噌
などの発酵食品の原料,麦茶の原料に使われる。 



ライ麦 

食用や飼料用としてヨーロッパや北アメリカを中
心に広く栽培される穀物。寒冷な気候や痩せた土
壌などの劣悪な環境に耐性がある。 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/65/Ruis.jpg


エンバク(燕麦) 

別名,オートムギ，オーツ麦，オート，マカラスム
ギ。中央ヨーロッパ原産で,冷涼で湿潤な夏の気候
に適応し，高緯度地帯で多く生産される。ロシア
が最大の生産国。種子は飼料または食用として，
藁は飼料に利用される。畑で生育中のエンバクを
土壌に鋤きこみ，緑肥としても利用される。 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4d/Avena-sativa.jpg


アワ(粟) 

東アジア原産。温暖で乾燥した風土を好み，生育
期間が短く，高地や高緯度地域でも栽培すること
ができる。 

http://photozou.jp/photo/photo_only/98206/5255320?size=450


モロコシ(ソルガム,コウリャン) 

熱帯の作物で乾燥に強く，イネ，コムギなどが育
たない地域でも成長する。タカキビ（高黍）とい
う名前で食用栽培のほか，トウキビ（トウモロコ
シを意味することもある）という名で，糖汁採取
目的の栽培も行われてきた。 



トウモロコシ 

中南米原産とされている。穀物として人間の食
料や家畜の飼料となるほか，デンプン（コーン
スターチ）や油，バイオエタノールの原料とし
ても重要である。  

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/79/VegCorn.jpg


ダイズ（大豆） 

原産地は中国東北部からシベリアとの説が有力で,
世界中で広く栽培されている。かつては温帯・亜
熱帯でしか栽培可能でなかったが，技術の向上で，
栽培できる地域が拡大した。種子は食用,飼料用と
なる。未成熟の種子は枝豆と呼ぶ。 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/ja/a/a4/W_daizu4111.jpg


ジャガイモ 

南米アンデス山脈の高地が原産。加熱調理して
食べられるほかに，デンプン原料としても利用
される。主食となるイモ類ではもっとも生産量
が多い。生産地域は大陸別ではアジアとヨー
ロッパが4割ずつを占め，インドを除き中緯度
から高緯度北部に分布する。 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/ja/d/da/%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%A2%E3%81%AE%E5%9C%B0%E4%B8%8A%E9%83%A8.JPG
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f3/Potatoes.jpg


キャッサバ 

ブラジル南部とパラグアイの付近が原産とされ
る。芋はタピオカの原料であり，熱帯で栽培さ
れる。食料用のデンプン源作物としてはジャガ
イモに続いて世界第2位である。食料用のイモ
類としてはジャガイモに続いて生産量が多い。
アフリカが1/2強，アジアが1/4強を占め，残り
が南アメリカである。 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/99/Iwata_kenichi_cassava.jpg


サツマイモ 

中南米が原産地とされる。スペイン人あるいは
ポルトガル人により東南アジアに導入され，そ
こから中国を経て17世紀の初め頃に琉球，九州，
その後八丈島，本州と伝わった。このため中国
（唐）から伝来した沖縄や九州では唐芋（奄美
群島では薩摩芋）と呼ばれている。主食となる
イモ類ではジャガイモ，キャッサバに次ぐ生産
量で，生産地域は中国に極端に集中している。  

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3d/Ipomoea_batatasL_ja01.jpg


バナナ 

原産地は熱帯アジア，マレーシアなど。アジアや
ラテンアメリカの熱帯域で大規模に栽培されてい
るほか，東アフリカや中央アフリカでは主食とし
て小規模ながら広く栽培が行われている。 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/15/Tokara_banana_nakanoshima.JPG
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/de/Bananavarieties.jpg


ナツメヤシ 

北アフリカか西南アジアのペルシャ湾沿岸が原
産と考えられる。果実（デーツ）は北アフリカ
や中東では主要な食品の1つ。おもな生産国は
エジプト，イラン，サウジアラビアである。  

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c0/Phoenix_dactylifera2.jpg
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Date-seller.jpg


茶 

原産地は中国南部とされている。茶葉は，主に中
国・インドとその周辺のアジア地域で生産されて
いるが，アフリカ・中南米・ヨーロッパでも生産
されている。  

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Camellia_sinensis_Japan.JPG
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/89/Green_tea_leaves.jpg


コーヒー 

エチオピア原産のアラビカ種を中心に200種類
以上が知られ，ブラジルとコロンビアでさかん
に育種が行われている。石油に次いで貿易規模
が大きい一次産品。北回帰線と南回帰線の間
（コーヒーベルト）の約70箇国で生産され，全
世界に輸出されている。  



カカオ 

中南米の熱帯原産。生産量はアフリカが3分の2
以上，残りをアジア・オセアニアと中南米が占
める。非常に限定された条件のもとでしか発育
しない。排水のよい土壌，平均気温27度以上で，
年間降水量2000mm以上の高温多湿のみで生産さ
れる。風除けや日除けのためにバナナやココヤ
シ，ゴムなどの「シェードツリー 」という木
が必要。 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b3/Cacao_mexico_2008-11-3.jpg
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/01/Cacao-pod-k4636-14.jpg


リンゴ（林檎） 

原産地はカザフスタン南部，キルギスタン，タ
ジキスタン，中国の新疆ウイグル自治区など中
央アジアの山岳地帯，カフカスから西アジアに
かけての寒冷地だといわれている。亜寒帯，亜
熱帯及び温帯で栽培可能だが，暑さに弱いため
熱帯での栽培は難しい。生産量は中国がトップ
でアメリカ合衆国，フランスなどが続く。 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2c/Appleoutput.png


レモン（檸檬） 

原産地はインド北部（ヒマラヤ）。主産地はア
メリカとイタリアで，世界のレモン生産の大半
を占めている。中でも，カリフォルニアは世界
最大のレモンの産地となっている。 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e4/Lemon.jpg


オリーブ 

地中海地方が原産で，葉が小さくて硬く，比較
的乾燥に強いことからスペインやイタリアなど
の地中海地域で広く栽培されている。果実がオ
リーブ・オイルやピクルスを作るときに利用さ
れている。  



ブドウ（葡萄） 

原産地の一つはコーカサス地方やカスピ海沿岸。
果実は生食，レーズン，ワインやブランデーな
どのアルコール飲料，ジュース，ジャム，ゼ
リー，缶詰の原料。世界的にはワイン原料とし
ての利用が主。バナナ、かんきつ類に次いで生
産量が多く，世界で生産量が最も多いのは中国。 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dd/Cabernet_Sauvignon_Gaillac.jpg


パイナップル 

原産地はブラジル，パラナ川とパラグアイ川の
流域地方。栽培適地は年平均気温20度以上で年
降水量1300mm前後の熱帯の平地から海抜800mく
らいまでの排水の良い肥沃な砂質土壌である。
世界生産量の約5割がアジアで，残りの5割はア
フリカ，北アメリカ，南アメリカの間である。 



たばこ（煙草） 

原産地，南米アンデス山脈の高原地帯で，ボリ
ビア南部からアルゼンチン北部と推定。全世界
の葉タバコの3割以上は中国1国で生産している。
地域別の生産量はアジアが6割，南北アメリカ
がそれぞれ1割ずつ，ヨーロッパとアフリカが1
割弱である。  

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3e/Tabaco-field%2Ckatori-city%2Cjapan.JPG
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ed/Tobacco.jpg


サトウキビ 

テンサイと並んで砂糖の原料となる農作物。栽
培種の起源はニューギニア島とその近くの島々
と言われ，世界各地の熱帯，亜熱帯地域で広く
栽培される。生産量は，国別では，ブラジル，
インド，中国の順，地域別にはアジア，南アメ
リカ，北アメリカ州の順となる  



てんさい（サトウダイコン，ビート） 

原産地は，夏は高温乾燥，冬は比較的雨量が多
い地中海沿岸。温帯から冷帯地域を中心として
栽培され，寒冷地作物とよばれる。  

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/83/SugarBeet.jpg


ホップ 

原産はカフカス付近（黒海とカスピ海に挟まれ
た地域）と考えられる。花はビール原料の一つ
で，苦味，香り，泡に重要で，雑菌の繁殖を抑
え，ビールの保存性を高める働きがある。世界
的にはドイツ，アメリカで最も多く栽培されい
る日本では東北地方と北海道でビール会社との
契約栽培で生産されている。  

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/eb/Hopfen3.jpg


ラッカセイ（落花生） 

南米原産。生産量は，中国，インド，ナイジェ
リア，アメリカ合衆国，インドネシアなどが多
い。中国が約4割，上位5カ国で全生産量の75%
を占める。   



アブラヤシ 

西アフリカ原産のギニアアブラヤシと，中南米
原産のアメリカアブラヤシの2種が知られる。
単にアブラヤシと言えば後者を指すことが多い。
果肉から得られるパーム油は調理用，種子から
得られるパーム核油は加工食品用としての用途
が多い。ギニアアブラヤシは1900年代初頭にス
マトラ島とマレー半島に持ち込まれ，現在でも
広大なプランテーションが多く存在している。
特にマレーシアの生産量は多い。 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9f/Elaeis_guineensis_fruits_on_tree.jpg


ココヤシ 

ポリネシアから熱帯アジアが原産とされるが，
現在では世界中の熱帯地方で栽培されている。
ヤシ科植物の中で最も有名で，単にヤシと言え
ばこれを指す。果実はココナッツとして有名で，
世界中の熱帯で栽培されている。 



ゴマ（胡麻） 

アフリカのサバナ地帯あるいはインド原産とさ
れる。あまり培地を選ばず，また手間もそれほ
どかけることなく栽培できる。日本で使用され
るゴマは，その99.9%を輸入に頼っている。  

//upload.wikimedia.org/wikipedia/ja/b/b8/Hidaka_Kinchakuda_Sesame_Field_1.JPG
//upload.wikimedia.org/wikipedia/ja/1/18/W_goma2082.jpg


綿花 

栽培には降霜のない長い季節と600mmから
1200mm程度の降水量が必要。熱帯から亜熱帯に
かけての湿潤・半乾燥地帯が適地だが，現在で
は灌漑の発達により，ウズベキスタンなど乾燥
地域でも大規模栽培できる。コットン・ピッ
カーなどの収穫機械により収穫されるが，アフ
リカなどの開発途上国では手摘みで収穫されて
いる。 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fd/Baumwoll-Erntemaschine_auf_Feld.jpeg


サイザル麻 

原産は，メキシコ，中央アメリカ。またはこれ
から取れるロープなどに使う繊維。重要な繊維
作物の一つ。ハワイ，西インド諸島東部，アフ
リカで盛んに栽培される。  

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b7/Plantsisal.jpg


ジュート（黄麻，コウマ） 

中国原産と推定。高温多湿で，土層が厚く有機
質に富んだ砂質土が適し，長江以南が好適。生
産国の上位はインド，バングラデシュ。繊維は
伸びる度合いが小さく安定し，毛羽があるため
保温性に富む。この性質から，導火線・カー
ペット基布や畳表・ひも・袋やバッグに使われ
る。逆に耐久性に乏しくロープに適さない。
ジュートの袋は南京袋といわれる。   



天然ゴム 

原産はブラジルのアマゾン流域のジャングル 。
主要生産国は，タイ・インドネシア・マレーシ
アで，３カ国の生産量は全体の70％ほど。自動
車のタイヤ・チューブがそのほとんどを占め，
天然ゴムの約８０％を使用。 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/49/Latex_-_Hevea_-_Cameroun.JPG


（２）おもな家畜 



リャマ アンデス高地 

毛を利用する他,荷を運ぶために使う。食肉
用としての飼育ではないが，特別な時，お
祭りなどの時に，ふるまい用の食肉として
使われる。 

http://img.4travel.jp/img/tcs/museum/src/02/src_10010866.jpg


アルパカ アンデス高地 

リャマとともに毛は，現金収入源。食肉
用としては飼育されていないが，特別な
時，お祭りなどの時に，ふるまい用の食
肉として使われる。 



ビクーニャ アンデス高地 

野生が大半だが一部毛を取るために広
大な敷地に放牧している所もある。
リャマ,アルパカの次に小さい。 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/eb/Vicunacrop.jpg/730px-Vicunacrop.jpg


ヒトコブラクダ(アラビアラクダ) 

西アジア原産 

血液中に多くの水分を蓄えているため
水を飲まずに約160キロもの距離を移
動できる。 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:07._Camel_Profile,_near_Silverton,_NSW,_07.07.2007.jpg


フタコブラクダ 
中央アジア原産 

http://www9.georgetown.edu/faculty/millwarj/website images/bactrian camel.jpeg


ウマ(馬) 

古くから中央アジア，中東，北アフリカなどで家
畜として飼われてきた。おもに乗用や運搬，農耕
などの使役用に用いられるが，食用にもされる。 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Muybridge_race_horse_animated.gif


ヤク 

荷役用，毛皮用，乳用，食肉用に使われ
る。中華人民共和国ではチベット自治区
のほか，青海省，四川省，雲南省で多数
飼育されている。 



水牛 

アジア原産で，現在でもアジアに世界の95％が生
息している。粗末な食べ物でも成長し肉や乳を得
られ，ウシよりも沼地での行動に適応しており,水
田での労働力としても有用。日本の沖縄県の由布
島や竹富島では観光用の水牛車に利用されている。 



ウシ 
乳牛 ホルスタイン種 

欧州では肉乳両方を目的として肥育されているが,ア
メリカ,カナダでは乳専用として改良を進めたために
大型化している。日本では乳牛の98％を占める。 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0c/Cow_female_black_white.jpg


肉用牛 黒毛和種 



アバディーン・アンガス種 

西洋の牛の中では最も肉質が良いとされてい
る肉専用種の代表的品種。 

肉用牛 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1a/Red-angus.jpg


トナカイ(カリブー) 

人類が最も古く家畜化した動物の一つで，乳用，
食肉用，毛皮用に加え，ソリを引く使役や荷役に
も利用。北極圏周辺のツンドラ地帯に生息する。
群れを形成し，季節によって大規模な移動を行う。 



ヒツジ（羊） 

毛用種，肉用種，乳用種に大別されるが，代
表種のメリノをはじめ，兼用の品種も多い。 

メリノ種 



ヤギ（山羊） 

古くから飼育され肉や乳,毛を得るのに利用され
てきた。粗食によく耐え，険しい地形も苦とし
ない。そのため山岳部や乾燥地帯では貴重な家
畜となっている。 



ブタ(豚) 

環境への適応性にも富んでいるため
飼育は容易。豚肉や脂肪を食用とす
るために世界中で飼育されている。 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/59/Sow_with_piglet.jpg


カイコ(蚕) 

ミツバチなどと並び，愛玩用以外
の目的で飼育される世界的にも重
要な昆虫であり，主目的は天然繊
維の絹の採取にある。 



ミツバチ(蜜蜂) 

花の蜜を加工して巣に蓄え蜂蜜を作
る。 



 


